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雪の和佐又山 

                       2014. 1. 25   高見 毅 

 

今年の最初の山行は霧氷バスによる和佐又山雪中登山である。原さんが確認した

上北山村役場の積雪情報では１ｍだそうだ。１月２５日（土）八木駅発７：５５の

奈良交通霧氷バスに我々８名（野田、下谷、小西、須藤、三明、原、船津、高見）

はスノーシュー持参の重装備で乗り込んだ。だが、我々以外の登山者は数人と少な

く、人気がないのか、雪が無いのか、ちょっぴり不安になる。途中、橿原神宮前、

大和上市駅を経由して和佐又山登山口には予定通り１０時に到着する。 

 

さぁ出発。雪は無く初春の陽光にすぐに汗ばむ

と、とうとう野田さんは重たいスノーシューを諦

めて道端にデポすることになった。そんな調子で

しばらく進むと、沢道コースへの看板が現われ、

このまま林道コースにするか、ここから沢道コー

スに入るかの思案となった。結局、ちょっとリス

クはあるが変化と雪の楽しみのある沢道コース

を選び、２０～３０センチの積雪の谷筋を 1 歩、

1歩、足場を確認しながら登って行く。 

数日前からの好天で雪は緩みズボ、ズボと膝近

くまで雪に足が埋まる。途中の休憩で船津さんは

迷わずスパッツを装着したのは全くの正解だ。 

沢道コースに入って１時間余り進んで『もう、

そろそろヒュッテに着いてもいいのに』と、誰か

がつぶやいている。ようやく本谷を離れ、尾根道

への登りに入る。雪は徐々に深まり景色も良く、

『絵になるなぁ』と、小西さんのシャッター音が

聞こえる。もう当面の目的地、ヒュッテは間近に

思われるので皆余裕の行進である。 

 

だが、これはちょっと浅はかだった。今まで頼

りにしていた数日前と思われる他人のトレースが

消え、夏道とおぼしき横方向は傾斜がきつく雪も

深そうなので行進の足が止まってしまった。『真っ

直ぐ上に登ろう』と、誰かの声に、今回のリーダ

ーの私も賛同して、道なき２０度くらいの深雪斜

面を登りはじめた。 



雪は思いのほか深く、時々股下まで埋まり次

の足が上がらない。まさにラッセルである。本

来ならスノーシューの出番だが、もはやスノー

シューを取り出すほどの気持ちの余裕はない。

上に、上にと必死である。深雪に足を取られ“も

がく”様に、私はふと新田次郎の八甲田山の雪

中行軍の映像が頭に浮かんだ。 

やっとのことで、この斜面を登りきったとこ

ろでスタートから 2時間、１２時が過ぎていた

ので昼食タイムに。幸い天候も良かったのでそ

れぞれいつものパターンで食事を楽しんだ後、

全員がスパッツを装着し、気を取り直して頂上

に向かって出発する。 

金網ネット（ワサビ畑の囲い？）沿いの道な

き谷筋をただひたすら上方向に進むと緩斜面

の木立の下に広々とした雪原があり、左前方に

モニュメントの影が映る。すかさず野田さんが

『小屋見える。俺、小屋で待ってる』そう皆に

告げると、もう足はその方向に踏み出していた。

確かにモニュメントから下方４００ｍ先に小

屋（和佐又山ヒュッテ）はあった。“ここまで

の野田さんの頑張りに拍手”。 

雪は一段と重たく足はとられ、すぐにでも足

が吊りそう。忙しい勤めの中、やっと時間がと

れて最後に参加の電話を頂いた柔道家三明さ

んも膝痛をこらえて汗だくだくで頑張る。“根

性の三明さんに拍手”。       

それでも右に左に黙々とステップをきってい

ると和佐又山の頂上が手に届くところにあった。

先頭を行っているのは誰だろうか？1 歩、1 歩

着実に頂上に向っているのは参加名乗り１番の

下谷さん。“聖岳より楽ですか”。  

 

 野田さんを除く皆さんが標高差６００ｍ余りを登高し、頂上に立ったのは午後２

時、スタートから４時間が経っていた。眼前には大峰の奥駈連山（大普賢、七曜、

行者還、八経、仏生、孔雀）が果てしなく広がっていた。そうだ、これは世界遺産

のパノラマなのだ！新品のオリンパスカメラで慎重に記念撮影のアングルを決め

る小西さん、“グットショット頼みますよ”。 



 帰りのバス時間が１５時４０分、残り時間は１時間半、間に合うだろうかと心配

しながら下山開始。遅れそうになったら誰かバス止めて！の声に『霧氷バスはほと

んど八剣メンバーやし、このバスはもうただ帰るだけや』と、船津さんの論。“船

津さん、バス止めといて”。下山は登山ルートを辿りヒュッテ目指して思い思いの

ペースで休みなしで下る。さて、ヒュッテに到着すると先行した野田さんの姿はな

い。聞けば野田さんはヒュッテの人に伝言を託し

て先にて下山したとのこと。良い判断だ！ 

ヒュッテで残り時間５０分、三明さんの膝の調

子がよくない。皆に迷惑をかけたくない、間に合

うだろうかと、三明さんも時間を気にしながら必

死に足を運ぶ。そんな時、５０ｍ先を歩いた原さ

んがふいに振り返り、『車来た』と。そして、下り

て来たパジェロミニと思われる４駆に手を上げ、

『下のバス停までこの人乗せて』と。車はファミ

リーで満員だったが快い応答で助けられた。“原さ

んの機転と、アクションに拍手”である。お蔭さ

まで４分前に無事全員バスに乗り込み一路八木駅

に向う。  

いつものようにバスの中ではいろんな話題で花

盛り、絶えることはない。皆さんが元気一杯なので『八木駅で反省会をしましょう』

と、声をかけ、八木駅に到着後、用事のある原さんを見送って、近くのハイボール

酒場に駆け込む。１テーブルに７人が集まり、いつものダジャレ混じりの話題、反

省の無い反省会でこの日の疲れを癒した（１時間、２千円なり）さて、専属カメラ

マンの須藤さん、“今日もいい映像撮れました？” 

 

今回は霧氷がなく、スノーシューの出番もありませんでしたが、雪山の面白さ、

大変さを体で感じながら、雄大な大峰の山々を仰ぎ見た山旅でした。参加者の皆さ

んお疲れ様でした。 

                  ― 完 ― 



最近の注目すべき登山情報 

2013.2.28  情報まとめ：須藤和雄 

 

■大杉谷 10年振り全面通行可能に！ 

 

（毎日新聞 2014年 01月 08日 中部夕刊） 

 

■「弘法大師の道」今年５月、正式開通予定 

高野山開創 1200年にむけて青年期の弘法大師が歩いた吉野山から高野山をつな

ぐ道を、地域資源として発展させる奈良県プロジェクトがスタートして４年目

を迎える。そして愈々各種イベントの展開が始まる模様。 

最初のイベントはトレイルランニング「Kobo Trail 2014」（6月 29日） 

吉野町・金峯山寺～大天井ケ岳～天辻峠～高野町・金剛峯寺［55.7Km］ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

★弘法大師の道とは・・・ 

http://youtu.be/bkpqOL6QOGw 

 

★弘法大師、吉野・高野山の道プロジェクトとは・・・ 

http://www.okuyamato.pref.nara.jp/kobodaishi/ 

紀伊半島のど真ん中を横切るこの道は「現代人の自然復帰の道」となるかも知

れません。        

（2月 26日「弘法大師の道シンポジウム」にて取材） 

 

■天女花（オオヤマレンゲ）に会えるだろうか？ 

 

凛として可憐、古き良き 

日本女性のイメージと云われる 

大峰の天女花(オオヤマレンゲ) 

は希少な花ですが… 

 

 

★2013年 7月 11日 

大峰八経ヶ岳、トンネル西口より最高峰に名花天女花を訪ねる 

http://yamakyunet.sakura.ne.jp/20130712oominehakyo.htm 

 

★2013年 07月 13日 

天女花にも逢えた、弥山～八経ヶ岳 

http://www.yamareco.com/modules/yamareco/detail-320305.html 

 

上記の前年登山記録を見ると頑張って登ればそのご褒美として「天女花」に 

会えることが想像出来ます。夢を見るのは楽しいことです。 

（つづく） 

≪お願い≫ 

この「最近の注目すべき登山情報」は高見さんの発案で纏めてみました。 

「八剣(発見)山の会」に相応しい切り口、情報の共有方法だと思います。 

素晴らしい登山情報をお持ちの方、新しい登山情報を発見した方はどんどん 

記事にして寄稿して下さい。 

 

http://youtu.be/bkpqOL6QOGw
http://www.okuyamato.pref.nara.jp/kobodaishi/
http://yamakyunet.sakura.ne.jp/20130712oominehakyo.htm
http://www.yamareco.com/modules/yamareco/detail-320305.html


春季号のトピックス 

2014.2.28 （取材:須藤和雄） 

 

去る 2月 22日、高見山登山の時に「八剣山の会」の新人「橋本征四郎」さん

に素晴らしいお話をお聞きしました。 

現在、大宇陀にある観光案内所「まちなみギャリー・石景庵」に自作の短歌

が展示してあるとの事です。 

早速、石景庵で開催中の第七回「かぎろひ短歌作品展」に赴き、取材して参り

ました。 

(資料によると作品展とは…) 

夜明け前の神秘的な情景「かぎろひ」を万葉歌人柿本人麻呂は 

「ひむがしの野にがぎろひの立つ見えてかへりみすれば月かたぶきぬ」 

と詠んだことに因み「かぎろひ短歌」を募集、全国から百首以上が応募、 

その中から十七首の優秀作品が決まり、展示となったそうです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

かぎろひ 

 

そして「かぎろひ短歌」実行委員会が選んだ 

優秀作品十七首の中に橋本征四郎さんの短歌が 

選ばれたと云うことです。 

 

 

 

他の橋本征四郎さんの応募短歌 

  「阿騎野路の畦を彩る彼岸花見とれて酔いしれ秋は行くなり」 

 

 

 



 

≪橋本征四郎さんコメント≫ 

 昨年暮れ「八剣山の会」に入会し、今年初めて高見山登山に参加した際、 

披露した短歌の話を会誌に取り上げて頂き恐縮しています。 

私自身単なる暇つぶしの感じで四季折々の風景等を短歌に詠み、この「かぎろ

ひ短歌作品展」にも応募してきました。 

まさか、入選するとは思わず応募作品が入選しびっくりしております。 

今後も「八剣山の会」の皆様の趣味を参考に見聞を広め、シニア世代を楽しく

過ごしたいと思っています。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

我々「八剣山の会」には・・・登山愛好家の他に 

歌人、俳人、詩吟愛好家、画家(水彩画、油絵)、フォトグラファー 

音楽愛好家(ギター、ハーモニカ、楽曲収集) 

スポーツ愛好家(ゴルフ、テニス、バトミントン、マラソン、スキー、 

スノーボード、自転車、剣道、柔道、合気道) 

古代史研究家、バードウォッチャー、篤農家、杣人 

・・・等など多彩なメンバーがいるものだと再認識させられた次第です。 

(おわり) 

 

 

大宇陀から見た「八剣山の会」のシンボル『額井岳』 



「新年のご挨拶」から 

2014･2･17  桒 原 昭 謹 

 

例年 私の友人は「新年のご挨拶」として「PC メール」を送ってきます。 

例年は A4 サイズで１０枚前後ですが、今年は、挨拶本文２枚、添付資料とし 

て「當節風恣意獨楽吟」と題し１２枚、計１４枚に及ぶ長大なものですが、い 

つもながら彼の洞察力のある眼識と風刺、文章の構成・表現力に感心している 

ところです。 

 

新年の挨拶で始まるのは恒例ですが、本年頭の奉誦は明治４２年に明治天皇 

陛下の「新年」の御製 

 くにたみと おなじこころにいはふかな わが日本の年のはじめを 

で、平成２１年１月靖国神社に掲げられたものであるとことわり、昨年の安倍 

晋三首相の靖国神社の参拝は慶賀の至りとする反面、昭和５０年１１月２１日 

の昭和天皇が御親拝されて以降 今上天皇陛下の御親拝がないのは平成４年７ 

月の大阪高裁における靖国訴訟判決で「国民の圧倒的支持が必要」だとする外 

圧に言及した如く、私たち国民の圧倒的要望あれば陛下の御親拝は実現します 

と結んでいます。 

 

 今上天皇の御親拝はとにかく、安倍首相の靖国参拝には大陸・半島の反日感 

情を高めるとともに同盟国である米国からも「風を詠め」と言わんばかりの声 

が聞こえてきています。 

 

 八剣山の会の諸兄のみなさんのお考えも交々かと思います。ご考察を・・・・。 

 

 続けて、「諸行無常」「盈れば欠け、咲けば散る」の例えどおり、いつこの世 

を辞せねばならない歳となった今日、あたかも「年寄りを奮い立たせる」かの 

如く“元気の素”や身体故障予防のサプリメント宣伝が満ち溢れているが、彼 

の吉田兼好先生も生老病死について「…惑える者はこれを恐れず,名利に溺れて 

先途の近きことをかへりみねばなり。愚かなる人はまたこれをかなしぶ、常住 

ならんことを思ひて変化のことわりを知らねばなり」と喝破しておられますの 

でサプリの宣伝もあてにはなるまいと考えている。 

 

 と結び、更に余生まことに幾許もないことを自覚する今日このごろ、国学者 

で歌人である 橘 曙覧（たちばなのあけみ）の歌集「志濃夫廼舎歌集」（しの 



ぶのやかしゅう）の中の、「たのしみは」で始まり、「時（とき）」で締める短歌 

集「獨楽吟」（どくらくぎん、全５２首）の冒頭の 

  楽しみは 草のいほりの筵敷き ひとりこころを静めをるとき 

の歌意に共感し、読み進むうちに現代とほとんど変わらない世の中の様子を看 

て取り、「獨楽吟」をまねて詠み置いたものを「當節風恣意獨楽吟」としてお届 

けすると届いたものです。 

 

 届いた友人流「當節風恣意獨楽吟」の１５６首を抜粋してみました。 

 

  「 當 節 風 恣 意 獨 楽 吟 」抜 粋 

 

１ 小さい時に（追憶・望郷・子供たち）２４首 

   ・たのしみは 記憶の外の幼な頃 絵メモ写真に想起する時 

   ・たのしみは 幼き孫ら伴ひて澄まぬ海辺に 雑魚釣りし時 

   ・たのしみは 財なけれども「財宝」あり 子孫の笑顔常にある時 

 

２ 自然賛歌 １５首 

   ・たのしみは 雪をもたげる蕗の薹に 季節の移ろひ感じ取る時 

   ・たのしみは 四方人影のなき雪山に ノゴマの歌を聴く時 

  ・たのしみは 人里離る山寺に モミジの錦踏み分ける時 

 

３ 近郊遠方 ３１首 

   ・たのしみは 水に難儀の岳を下り 水ふんだんに使ひける時   

   ・たのしみは たまの旅路の旅籠にて 朝餉の膳に麦酒呑む時 

   ・たのしみは リーフパンフを見るだけの 日本全国漫遊の時 

    

４ をりにふれて ４７首  

   ・たのしみは 拙き思い数え挙げ三十一文字に ひねり出す時 

   ・たのしみは 不平不満の世の中に 安き日常あるを知る時 

   ・たのしみは パソコンメール扱わぬ 吾が友垣の手紙詠む時 

 

５ くにたみのこころ ３９首 

   ・たのしみは 世界数多の人々が 日本讃える書を得たる時 

   ・たのしみは 伊勢遷宮に奉仕する み民の精神垣間見る時 

   ・たのしみは 出雲島根の大社 六十年先を思い遣る時 

  



６ 辞世 

   たのしみは 歌仙歌聖の導きで 常世の苑に和歌を詠むとき 

 

番外１ 食材偽称騒ぎに思う歌一首併せて短歌～省略 

番外２ 私情・嘲弄～省略 

 

 八剣山の会諸兄の皆さんにも、その時代を経た自分流の「獨楽吟」を回顧さ

れるのも一興かと存じますが、如何ですか？ 

ちなみに、私桒原の「恣意獨楽吟」を１首 

   ・たのしみは 山を登り「山上になお山あり」 と思う時 

でございます。 

 今年も、幸せ探しの楽しい山登り、ご一緒させてください。 

 

以上 

 

（注) 

 ○ 「正統仮名遣い」は「獨楽吟」の倣ってのもので、見よう見まねで変換 

  しており間違いもあろうかと思いますが、ご容赦をとことわりあり。 

  

○ 橘 曙覧（本名 橘 五三郎茂時） 

・１８１２年～１８６８年１０月１３日 ５６歳で没 

・ 越前国石場町（現 福井県福井市）で商家の長男として生まれ、家業に嫌

気をさし２８歳で家督を弟に譲り、隠遁。 

・ 以後、頼山陽の弟子、児玉三郎さらに本居宣長の弟子、田中大秀らに師事

し、独学で歌人として精進した。 

・ 彼の没後、長男今滋が曙覧が残した歌を編集し、明治１１年「橘曙覧遺稿 

志濃夫廼舎歌集」を編纂し、その中に連歌「たのしみは」で始まり「時」

で終わる「獨楽吟」がある。 

 

○ 平成６年６月１３日 今上天皇皇后が訪米し、当時のクリントン大統領が 

歓迎の挨拶で「獨楽吟」の中の一首 

  たのしみは 朝おきいでて昨日まで 無かりし花の咲ける見る時 

を引用してスピーチをしたことで、一躍脚光をあびた。 

 

                            完 



私の余生は老い仕度（その５） 

2014.2.28 須藤 和雄 

 

このエッセイでは創刊以来、次の様な事を述べて参りました。 

①創刊号～「死」を語り合う事は大事で良い事、理想の死を「在宅自然死」と

考える人が増加。 

②夏季号～私の実践中の積極的養生とは… 

③秋季号～私は「次第に人生が面白くなる人」になりたい。 

④新年号～不易流行(本質的なものを忘れず、新しい変化を重ねこと)が大切。 

 

創刊号～新年号の流れから逸れていない事を信じて、本稿では「しあわせ」に

ついて考察して見ました。 

 

小国ブータンのＧＮＨ国民総幸福量と云う言葉を報道で知りました。 

ブータンでは幸福とは単なる満足感ではなく「心の平安」だと云う。 

人間は欲望を減らすことにより幸福を見出すことが出来ると云う。 

これは正に「足るを知る」思想と言えると思います。 

 

 

(京都・龍安寺の石庭にある「吾唯知足」蹲踞) 

 

★幸せの国ブータンで聞きました。「あなたの幸せはなんですか？」 

ブータンの幸せ（Happiness from Bhutan）とは・・・ 

 

ここで一休み、私の好きな徳永英明の“happiness”でもお聴き下さい。 

そして又ここに戻ってきて次をお読みください。 

http://youtu.be/mVCJq9IALr0
http://youtu.be/TxAkmknew5I


 

★「世界で一番最後にテレビが導入された国」とされるヒマラヤの秘境、 

ブータン王国。 

しかし、1999年にテレビ放送が開始されて以来、家庭生活が犠牲になり、 

犯罪率も増加したと言われている。国の伝統文化も廃れつつあるという。 

海外テレビ番組の影響を受け、伝統的な生活が大きく変わりつつあるとか… 

ブータン、テレビがもたらした影響  （山あいの村からのレポート） 

 

★「国民は幸せではない」世界一幸福度が高い国、ブータンで広がる 

理想と現実の差。 

「幸福の王国」ブータンの理想と現実 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

約 40年前にカラーテレビの普及率が白黒テレビを上回った日本、 

更にはパソコン、タブレット、スマホ等が普及してインターネットが身近にな

った我々の国では色々な暮らしの珍現象が現れている様です。 

★高齢者が増加する日本のゲームセンター、もう若者だけの場所ではない。 

遠くない未来、高齢者で溢れるゲームセンター。 

 

山あいの町、榛原に住む私には不可解で理解に苦しむ現象です。 

 

ネガティブな「少子高齢」の流れを何とか、「笑子幸齢」に乗り換えさせること

が出来ないものでしょうか。 

子どもの笑顔があふれ、幸せに年齢を重ねる社会。その中で暮らす我々は 

「好期幸齢・香気幸齢・光貴巧励」族として余生を楽しめないでしょうか。 

まずお互いに心に描く「真の豊かさ」とか「しあわせ」とかを無責任に談笑す

ることも有意義かも知れません。 

 

・・・ウゥ～ン、ちょつと大風呂敷を広げ過ぎた嫌いが有りますが 

更に広げて次回以降で・・・ 

【日本の心＝「和」の精神(日本人の伝統的価値観)】とか、 

【自然の中のスローな暮らしを考える】、 

【日本における死生の行方「あの世」はどこある？】辺りを吟味して 

(資料収集)、記述を試みたいと思います。 

皆さんから叱咤、反論、お導きをご教示頂きたいと思いつつ筆を置きます。 

                               （つづく） 

http://youtu.be/MkS_PmPvK_I
http://youtu.be/TkiIJyEiXV0
http://youtu.be/R_pOsGzU8LE


           路傍の石       2014.2.26 小西益樹 

われわれが山道を踏みしめ沢を渡り、山頂に立って眺めてきた山々、この山に転がっている石は 

大昔習ったように火成岩・堆積岩・変成岩のどれかである。したがって石の形や色、種類などを知

ることは、山歩きの楽しみの一つに加えるのも良いだろう。 

エベレスト山頂付近は堆積岩の一つである石灰岩で、つまり太古の昔海底であった。 

額井岳の石は火成岩のひとつで「安山岩」といわれる。マグマが地表で急速に固まったものだ。 

 私の昔の山友達で今は北海道に住んでいる T 君である。彼は日本アルプにたびたび登っていた

が、山頂にはその山の形にそっくりな石が必ずあるんだと笑いながら云っていた。家を訪ねると庭

にごろごろと山の名前を書いた石が転がっていたものである。片手でやっと持ち上がる程度の大き

さなのでかなり重いのだが、彼も若かったし山に対する思い入れは人並以上のものが有ったと今で

も思っている。 

これとは逆に麓から山頂へ石を運び上げる「運動」をしている処もある。有名な伯耆大山である。

大勢の登山靴で踏みつけられる影響もあるだろう？長年尾根の崩落が止らない、このまま行くと山

が無くなってしまう！従って少しでも元の山頂まで戻そうという一人一石運動である。 

チベット旅行中の話。ルクラへの道中、小さな川原で車をとめて食事をしたとき、 

運転手のサンケが辺りをゆっくり歩きまわっている。きけば仏像に似た小石を探しているらしい、

手のひらに収まるくらいの石を拾い上げ少し眺めては放り投げている、なかなか気に入ったのが無 

いと見える、私は彼が拾った石の一つを旅の記念に持って帰った。 

チベット族は石が好きなようだ。女性は紅い岩サンゴや琥珀、トルコ石で作った豪勢なネックレス

を鮮やかな民族衣装の上に何重にも掛けて祭りに参加する。 

また真言（マントラ）を板状の石に彫り付けたものを「マニ石」といってチベットでは峠などに 

うず高く塚のように積み上げている。刻まれたチベット文字はオムマニペメフムと読む。 

さらに日本の「力石」に似た重い石を持ち上げる競技？が盛んで、ダルチェンという標高５千ｍ近

い村で男達が大きな丸い石を持ち上げていた。私も触れてみたがビクともしない。なにせ酸素が地

上の半分位しか無く、我々では数歩歩くのも青息吐息の場所なのだ。今も人の集まるお祭りや運動

会？でこの力比べが行われている。またチベット族は成人になった男の儀式？として重い石をお持

ち上げる習慣があるようだ。 

私が日本の「力石」を始めて見たのは尾道港の住吉神社だった、ここは昔、米の集積港だったら

しく、沖仲師たちの余興として行われたのだろう。力石は江戸から明治にかけて全国に有ったとい

う。石の重さは６０～１５０ｋｇ。全国で１４０００個が確認されたと言う調査もある。 

力石の名残であろうか、神社などでそれを持ち上げたら願いが叶うという「持ち上げ地蔵・おもか

る地蔵・抱き地蔵」などが各地にあるようだ。この石を持ち上げるというのは、古代の最初のスポ

ーツ競技だったのではないかと想像したくなる。 

 近くの明日香村の飛鳥座（あすかにいます）神社には「陽石」のコレクションがずらりと並んで

いてよくぞここまで集めたものだと感心する、陽石陰石のセットは結びの神石として注連縄がかか

っている。毎年２月最初の日曜日には境内の神楽殿でお田植神事として知られた奇祭「おんだまつ

り」がある。どこが奇祭かというと舞台で男女の｢まぐあい｣が演じられる。見ていて明るくユウモ

ラスで飛鳥人の哄笑が聞こえてくるようだ。ご存知ない方は一度見に行かれては如何。この他陽石

は大和平野のあちこちにあるらしい。私の知っている範囲で、一つは畝傍山の山麓にある山口神社

の境内や明日香村の祝戸に有って、これなどは向かいの山と陽陰のセットになっているという。 

東北の縄文遺跡から出る「石棒」は古代の呪術に使われたらしいし、これが後の石の地蔵さんに



進化！したという説もある。ヒンズー教では「シヴァリンガ」という陰陽合体の石造が信仰を集め

ておりネパールでは大抵の寺院に在って日々人々のお参りが絶えない。 

いずれにしても石が神や精霊を宿すという考えはアジアに共通するもののようだ。 

三輪山の標高４６７ｍの山頂には奥津磐座（おきついわくら）という聖域があって黒い巨岩が沢

山集められている。この巨石は火成岩の一種で角閃石斑糲岩だという。ご存知、三輪明神のご神体

はこの三輪山なので、この巨石群が大明神の頭になるのだろうか。 

 

広島の比婆山は一時ヒバゴンで有名になったが三輪山よりずっと大きな巨石群があって、森の中

で突然この場所に出くわし、ぞくっとした気分にさせられたことがある。 

近くでは山添村にあるナベクラ渓谷沿いに在る無数の石や岩は「神野山の天球磐座」と言われ、

古代の人が北極星や天の川などを地上に写したものではないかという興味深い研究がある。 

一般に神社などで敷かれている「玉砂利」はなんのために敷かれているのかご存知だろうか？ 

一説には参拝者が玉砂利を踏みしめ、音を鳴らす事により、穢れ（けがれ）を祓う（ぬぐう）と言

われ、つまりは、踏みしめる音が「音霊」として心を清めるという。 

また白い砂利は川の水を連想させ禊（みそぎ）の代用になっているとも。 

伊勢神宮では遷宮に際して新しい白い石を宮川で拾うという行事があり、建物の他に敷石も新しく

するらしい。京都下賀茂神社でも同じような石拾いの神事があって、去年秋に比叡山に登る道すが

ら訪れたときに幾つかの石の御祓い場所があった。 

最近では砂利の音が夜間のドロボー避けになるというので家の周りに敷くのが流行っているら

しくホームセンタなどで売っているのを試しに踏んでみた。同じ音ながら世知辛い世の中ではある。 

君が代で知られる「さざれ石」にお目にかかれるのは、関西では下賀茂神社や橿原神宮、北の天

満宮、京都の護王神社などがあるが、伊吹山登山口の岐阜県揖斐川では天然記念物にもなっている 

という。この石は堆積岩の一種「石灰質角れき岩」で石灰などが溶けて小石を凝縮させたものと

いう。  

チベットやネパールの高所では「ヤク」を飼っている。ヤク牛科の動物で毛皮や毛からテント地を

織ったり、肉は乾燥させ保存食に、乳からはミルクやバター、チーズなどの乳製品を取る。夏の間

は自由に岩場や草原で草を食むが冬場は標高の低いところにある石囲いの中にいれる。 

この石囲いは自然石を人の手で積んだものでネパールでは「カルカ」と言う、風が通るよう隙間を

空けて人の胸ぐらいの高さに積まれる。風が抜けるので風圧にも倒れない。このカルカが谷向いな

どに連なっているのを見ると厳しい高所での人の営みに感動を覚える。 

 

 韓国のチェジュ島（済州島）は全体が海底火山で出来ている。この島ではユーモラスなトルハル

バンという火山岩で出来た道祖神が有名であるが、感心したのは同じような石囲いだった。チェジ

ュ島は「石、風、女」が多いので三多島とも呼ばれている。この島には大きな木が無く台風の通り

道に当たり強風から家を守るため頑丈な石囲いがしてある。この石は火山岩で築かれている、家屋

は平屋が多く、石囲いは風が抜けるように隙間を開けて積んであるのはカルカと同じ理由からであ

ろう。 

これと同じものが八重山地方にある。台風銀座と言われる石垣島の隣の竹富島に泊まったときに 

印象的だったのは風避けに民家を囲んでいた石灰岩の石垣である。この石垣の内側に沿って植えら

れた福木とともに白漆喰で固めた赤い屋根瓦によく似合う。また路地には一面にサンゴのかけらの

白砂が敷かれていて、これも時々浜で採ってきて新しく敷きなおすという。村の中を歩いていると

太陽光が反射してまぶし過ぎるくらいであった。 



 

私も T 君のようにカイラス山巡礼の途中で記念に道端の石を拾って持って帰った。 

途中傾斜面の岩の色が赤や黒、白や青と不思議な色をしているので思わず小石を手にとった。 

また、三原山の噴火口近くの火山礫もそうで、真っ黒な気泡のあるかなり重い石で、含まれたガラ

ス質の一部が熱に溶けて濃い紫色になっている。桜島の溶岩は植木鉢として拾ったことがある。 

ミヤンマーで教えてもらった「珪化木」。これは木の化石で、黄色っぽい色をした長方形の石で

ある。樹木が原型を変えずに二酸化ケイ素（シリカ）という物質に変化したもので石英や水晶のよ

うに固くて重い。ちなみにミヤンマーはルビー・サファイア・翡翠の世界的な産出国として有名で

ある。 

この他中国の揚子江の河口ちかくにある太湖という湖付近から採取された石で、もとの石灰岩が太

湖の水で侵食されて奇岩になり、昔から皇帝などに珍重されたもので「太湖石」というのがある。

蘇州などにある世界遺産になっている庭園に庭石として盛んに使われている。 

この石は長く見ていると草臥れる？ようで我々日本人の趣味には合わないと思うのだが・・・  

あちらではこぞって観賞用や瞑想！の対象になったりするらしい。 

中国ウイグル自治区のホータンでは良質の「玉」が産出する、玉とは翡翠のことでこれを使った繊

細な細工物は古来から漢族の最も好むものである。例えば台北の故宮博物館にある国宝級の「翠玉

白菜」も翡翠の彫刻で一見の価値がある。これが今年始めて国外（日本）で展示される予定だそう

だ。 ホータンの河原では多くの人が日がな石を探し歩いている。大物を探し当てると一生暮らせ

るそうである、私も河原に下りてはみたが・・・。 

岐阜は銘石の土地柄で、能郷白山の近く根尾渓谷の「根尾石（菊花石）」は有名で玄武岩の表面

に菊の模様が現れていて日本銘石の中でも最高級品といわれ 国の天然記念物になっている。特に

「竜眼石」といって盆栽の石付けに良く使われているこの石は、成分の石灰岩と凝灰岩が長年風雨

にさらされて穴が開きごつごつとした形になりこれを竜の眼に例えたもので、色合いは濃い灰色で

盆栽によく似合い深山幽谷？の感じがでる。ちなみに玄武岩は火山岩の中の火成岩の一種で、地球

上の溶岩流や海底火山など大洋の海底などは全てが玄武岩だそうである。 

   

パワーストンという言葉を聞くが、チベット産の「天眼石」もその一つで中国で４００元のブレ

スレットを土産に買ったことがある。願わくば本物であってほしい！と思ったことである。 

宇宙に浮かぶ地球は、木星などがガス惑星と云われるのに比べ「岩石惑星」といわれている。 

この岩石は有史以来、日本なら縄文時代の石器に始まって、様々な宗教的なシンボル、芸術、貨幣、

宝石、石炭や鉄鉱石、建造物から現在稀少鉱物といわれるレアメタルに至るまで文明の中で利用さ

れてきた。しかし路傍の石にも驚くような地球や宇宙の歴史が刻まれていて、ただ蹴っ飛ばして通

り過ぎるのはもったいない。  

＜思い出の路傍の石たち＞ 

    



           お忘れですよっ！  

2014.2.26 下谷毅夫 

 

 確定申告の時期である。私も例にもれず申告書の提出に市役所に出向いた。 

その時の事である。私はだいぶ前から、申告書用紙を国税局のブログからダウ

ンロードして書き込みを済ませて、プリントをし、市役所経由で、税務署に届

けて貰っている。3ページばかりの書類を封筒に入れて届けるのだが、カバンに

入れていくのは大げさだし、クリアーファイルに挟んで持っていくことにしそ

れを机上に仮置きしておいた。出かける準備をして玄関を出た。あれっ！手に

何も持っていない。またか。舌打ちをして取りに戻った。あわや手ぶらで市役

所に行ってしまうところだった。ついでの用事もなく唯一の仕事先の市役所で

無駄足をしたことに気づいたわが身を思うとぞーっとした。よくぞ玄関先で気

づいたことよ。まだ神に見放されてないのだ。近頃この手のど忘れが極めて多

くなってきている。齢のせいで仕方のない面もあるが今の僕にとってそれは困

る。何とかしなけりゃと日々悩んでいる。 

先日、八剣山の会で高見山に誘われた。毎年の年中行事のような霧氷山行だ

がここ数年は時々登らないことがあった。それもあって、例年はどんな装備だ

ったかを忘れており また ろれつが回らないほど寒風に晒された山頂の苦い

記憶もあり、最近は寒さに一層弱くなったと感じているわが身を思って特に服

装に迷いがあった。セーター、手袋など付け加えようかなどと考えた結果、装

備を１つ、2つ増やすとか減らすとか、取り替えるとかする。こんな場合、間違

いなく混乱が起きる。例の物忘れである。若い時は、お誘いがあったらすぐ対

応できるように玄関にリックが準備されていた。準備したときに、リックに入

れたものが頭に入っており当日そのことを思い浮かべて万端 OK で出発してい

たものが、今じゃ自信は全くない。物忘れが不安で、リックをひっくり返して

点検のやり直しをすることが多い。入れたり出したりする過程でほんとに入れ

たの？と考える。 記憶にない。この物忘れが厄介の原因なのである。ヘッド

ランプ OK,でも電池の予備をいれておこうと、電池を取って来て、あれっヘッ

ドランプがない、となる、実情は電池と引き換えに引き出しにランプを入れて

しまっていたのである。 

最近は腹の立てることもなく、至って平然と（心は乱れに乱れてはいるのだが）

繰り返し確認作業を続けているのである。おかげで、めったな忘れ物はない。

と思っている。何のことはない。失敗したこと事を見事に忘れ去っているので

ある。今回の高見山ではカメラの予備電池がご丁寧にもリックのあっちとこっ

ちに入っていた。また、手袋は 3 組リックのあちこちで見つかった。いい気な



ものだ。世の中太平なんだ。いや、僕は太平な人間なんだ。十二分に安全な装

備だったんだ。ばか！悦に入ってる場合か。反省しろと頭の片隅から声が聞こ

えた。こんな物忘れ症候群には基本的に妙薬はない。苦労を重ねて対処療法に

頼るしかないと思い始めている。この機会に、ない頭をひねり対処療法を考え

てみた。 

上述の装備段階での混乱を思い浮かべてみた。どのようにして解決したらよ

いのかと。昔からの習慣では、あらかじめリックにある程度の装備を入れてお

いた。ここだ。ここに問題がある。今の僕にはあらかじめ入れたものが何かを

間違い無く言い当てる自信は全くない。だとしたら、リックにあらかじめ入れ

ておく意味は全くない。ここが肝心だ。 

例え、装備一覧表にチェックを入れておいても、チェックが埋まるのは当日の

出発時点である。ここでやっと、最終装備の水筒や弁当のチェック欄も埋まる 

すべての装備品が目の前に並べられて初めてチェック表を埋めていけば、何回

も出し入れすることはない。予備電池を 2個も、手袋を 3組も持つことはない。

必需品を忘れることもない。素晴らしいではないか。チェックまでは、座敷の

広い所に整理して並べて置き、チェック表の埋まっていない装備を継ぎ足して

いく。思いついた追加装備もいくら忘れっぽくてもこれなら大丈夫かな。絶対

大丈夫だ。 

実は、これに近いことは、昨年の東北一人旅の際に 6 日分の装備でこれをやっ

たことがあった。リックに入らないほどの多量な装備だったので、座敷に広げ

てチェック表にマークする装備点検をしたのだが、この方法だと忘れること、

多すぎることは完全に防げると思われる。そうだすぐにでもやれる方法だと自

画自賛している。たとえ日帰りでも役に立つはずだ。と思い至った。 

最近はめったに使わない客間が装備点検場所になるはずである。 

賢明な諸兄はとっくに実行中の方法だと思うが自分で導いた結論であることが

うれしい。最近は、僕の装備には以前には見られなかったものを含めることに

している。齢に見合った装備で、いろいろの人の装備を参考にして追加してい

る装備だ。歩けなくなったときのビバーク品（ツエルト等いろいろ）、迷った時

のための（GPS）道案内品、余裕の水分、予備食、などであるが、近場でも日

帰りでもリックに詰めておくよう心掛けている。重いのには困るがこれも運動

の内と片づけている。これらは昼の弁当や水と同様に大切なものと思えてきた

昨今である。山から帰ってこれらのお世話にならなかったことに先ず感謝して

いる。そして、この日一日歩けたことに感謝だ。そして、もっとも感謝してい

るのは、道添えをして頂いている八剣山の会の皆さんにである。楽しい山行を

続けたいと思っていますので、今後ともよろしくお願いいたします。 

（おわり） 



チョットやってみませんか！ 

2014.2.28 野田庄次 

特に腰痛の人のために・・・ 

身体の中心軸を鍛えませんか（深層筋肉を鍛える） 

インナーマッスルのことですけれど、野球のイチロウや陸上の末次選手が実践

しています。いい結果を残しています。 

座禅で腰痛を克服する話です。この話はラジオ深夜便で放送していたもので

す。京都薬師禅寺 樺山勝徳の話です。本人が病気で苦しんで克服した体験の

話です。 

筋肉の中にある深部の筋肉のことです。外からは鍛えられないそうです。 

この深層筋肉を鍛えると体の動きよくなり、内臓の働きも良くなり、酒も強く

なるそうです。日常の生活の動きが美しくなるそうです。わかりやすく例えて

言えば ”ごぼてん”と”ちくわ”に例えて説明をしておられました。 

樺山式座禅で鍛えた背骨は”ごぼてん”で何も鍛錬していない背骨は空洞の

ある”ちくわ”でくにゃくにゃであると例えておられました。 

さて、その方法とは・・・ 

途上国の子供や夫人が頭の上に物を載せて運んでいるあの姿です。 

２Kgの砂袋を頭に載せて背骨をますぐにして座るのです。 

ただそれだけなのです。 

鍛えてくればだんだんと重さを変えればいいのです。樺山氏は７Kgだそうです。 

私が今実践しているのは２Kgのコメ袋を枕にしています。 

朝起きて座禅のように座りその枕を頭に載せて５分間実践しています。 

背骨が伸びて頭がすっきりして気持ちがいいのです。腰の調子もベリーグです。 

皆さんも実践してみてください。 

京都嵐山松尾にある薬師禅寺に参禅しようと思います。 

（おわり） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

京都嵐山、臨済宗の禅刹、 

天龍寺の達磨図 



この町に住んで 36年（その１） 

                         ２０１４.2.20     金城 凡生  

  

この町、榛原天満台に住んで 3６年。この間のことを振り返ってみた。 

振り出しは、37歳にして兵庫県川西市のアパートからの転入。 

当時、職場は大阪の天満橋に近く、通勤は阪急宝塚線川西駅から 25分の梅田を

経て家から職場までは 50分で行ける便利な距離ではあった。 

それが一転、通勤 2時間余の榛原くんだりへ引っ越しとなる。何故？ 

住んでいる阪急宝塚沿線は大阪への通勤に便利なため地価が高く、この沿線

での住宅取得は、自分の安月給ではとても無理だと思っていた。 

 そこで、知人の住んでいる近鉄沿線が安いことを知って調べることにした。 

近鉄沿線でも地価の高い奈良線は避け、大阪線や他の線に絞って、王寺の団地

や、東急不動産の耳成などを見たが、どちらも帯に短し襷に長しであった。 

そんな時に職場の同僚Ｋ君から『近鉄沿線での家探しを聞いているが私の住

んでいる榛原でも二か所で住宅団地の売り出しやっていますよ』のニュース。

＜通勤には遠く不便だが安い物件＞と聞いて飛び付いた。さっそく調べに現地

へ。同じ榛原町の「あかね台」それから「榛原ネオポリス」へ。 

比べたら駅には遠いが、土地面積７５坪とゆったりした「ネオポリス」の方が

良い。それにハイカラなネーミングも良い。通勤には遠いが薦めてくれたＫ君

も榛原から毎日通勤しているのだから何とかなるだろう。 

しかし、もう一つ気になることが・・・。そこで 1 月のある日、寒暖計を腰

にぶら下げて家内と榛原へ。午後 2 時の気温を確かめたら 5 度。念のために記

録しておいた前日の川西市の気温が 11度。なんと 6度も低く寒い！ 

結局、通勤苦・寒さの壁はあるのゝ、そこは故郷沖縄の＜ナンクルナイサー＞

（なんとかなるさ）の精神で購入を決定した。 

さて、新居は建売ながら部屋数も多くルンルン気分。広い庭に出て両手を広

げて深呼吸をする。『さあ、ネオポリスでの生活が始まるぞ。喝！』 

しかし、承知はしていたが早朝 6 時半からの通勤は、バス・近鉄・地下鉄と乗

り継ぎ片道 2時間余。思っていたより厳しい毎日。 

 後で聞いたのだが、同僚のＫ君、独身の気安さもあって、『通勤時間がしんど

いので週に１～２回は大阪の友人宅で泊っている』と、のたまう。『あれれ！』 

＜Ｋ君も榛原から毎日通っているのだから＞が、一つの拠り所でもあったのだ

が、若い彼にも通勤時間の長さは、しんどかったのだが、あとの祭り。                           

                            次号へつづく 

  



春 季 号 俳 句    （まとめ：金城） 

            七草のそろわぬままに粥を炊き。       三明山頭火 

七草を摘みに向かうは鳥見（とみ）の山 

暖簾めく障子に影の吊るし柿  

       パソコンを止めて手書きの賀状かな 

 

   朝日新聞大和俳壇入選句      

大三輪のお加護を得んと破魔矢受く     木山 裕昭 

 

初日受け燦と輝く大和富士         木山 凡太 

初詣小雨の三輪で幸祈る 

 

蠟梅にそっと日がさし薫るなり       野田 凡庄 

 

啓蟄の声聞くまでの家籠り                 須藤 凡雑 

春寒し鳥も飛ばない庭静か  

蠟梅の今や盛りの天龍寺 

 寒に耐え漫ろに歩くなら瑠璃絵 

   古里の銘酒飾られ冬の街      

 

孫の豆受けて嬉しい鬼の役         甲斐田博幸 

残雪や峪を満たして湖眠る 

寒空に梅の蕾の育ちけり 

藁屋根の光りに転ぶ雪解玉 

早春の空の高さに観覧車 

おお空に竹を飛ばしてどんど燃ゆ 

 

秋晴れや琵琶湖も包む大比叡        美浪凡太朗 

 

生垣や真一文字に積る雪          金城 凡生 

草餅の湯気隠国（こもりく）の参道に 

野の色に染まず蠟梅ほつほつと 

こんにゃくの支えめでたく針供養 

松に雪水墨の景さながらに 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 



    エベレスト山群３大展望ピーク登頂トレッキングの記録 

                       ２０１４年２月２０日 林田俊彦 

 

キリマンジャロ登頂時に同行した連中からあそこに行った、ここが良かった等々話が出る。 

私は初めてだったので全く話に入れない。次はネパール・ヒマラヤに早くいかねばとあせる

気持ちになる。 

世界の岳人のあこがれ、まずはエベレストを見たいと思う。世界の８，０００ｍ峰１４座の

うち８座がこのネパールヒマラヤに集まっている。時間はたっぷりある、同じ行くなら長期

のトレッキングをと欲張って１ケ月近く山行きを楽しむ。著名な山を３つのピークから見る。

一度に行くほうが安上がりと思ったりする。 

エベレストの山名の由来はジョウージ・エベレストから、ネパール名はサガルマータ（宇宙

の頭）中国名はョモランマ（大地の母） 

ＴＫの概要 ２００４年４月２４日から５月２１日の２８日間、アルパインツアー会社、 

ツアー代金４７８，０００円と安い。これにビザ、保険、健康診断、小遣い、土産等入れて 

６２万円余、参加者は東京、横浜２人、名古屋の男女２人、北海道、小生の７人、ツアーリ

ーダーはカナダ在住、カナディアンロッキーの著者のベテラン益田氏を入れて８名、皆６０

～６５歳くらい小生６２歳、関空から一人でタイへ、タイ・バンコクで皆と集合、一泊、次

の日ネパールの首都カトマンズで一泊、３日目国内線で１６人乗りの小型プロペラ機で約４

０分、ルクラへ、少しでも天候が悪いと飛ばないので時間が読めない、当時は王政に反対す

るマオイストのゲリラが活動していて市内、飛行場は物々しく兵隊が銃をかまえていてちょ

っと緊張する。ルクラがトレッキングの出発点、ここで、サーダー（全サポーターの責任者）、

シェルパ（ガイド）５名、コック長とキッチンボーイ５人、これにポーター（出発時は２２

名）で総勢３４人、これにゾプキョ（高所４０００ｍまでの荷役用牛、牛とヤクの交配、４

０００ｍ以上はヤク）３頭で我々８名をサポートする、彼らと合流してトレッキング開始。 

ポーターの中には若い女の子２名もいる。我々全行程テント泊だ。 

我々のトランクはカトマンズのホテルに預けて、ポーターに持ってもらう荷物は６０リッタ

ーのダッフルバック（１０Ｋｇ以内）に詰め替え、毎日テントまで持ってくる。我々は２５

リッターくらのサブザックに水、雨具、非常食、貴重品を入れて歩く。なんとも贅沢な山歩

きだ。 

今回訪れる３つのピークは 

１、 雄大なゴーキョピーク（５３６０ｍ）―エベレスト（８８４８ｍ）、ローチェ（８５１  

６ｍ）、チョーオュー（８２０１ｍ）マカルー（８４６３ｍ）などが間近に見られる。 

２、 豪快なカラパタール （５５４５ｍ）―エベレスト、ヌプチぇ（７８５５ｍ） 

３、 華麗なチュクンピーク（５４０４ｍ）―ローチェ、ヌプチェ、アマダムラム（６８１ 

２ｍ）カン・レアム（６４３０ｍ） 

この中でも世界中のトレッカーに一番人気のあるのはエベレスト街道と呼ばれるカラパター

ルへの道でエベレストを登る人はこのコースをたどりベースキャンプへ行く。 

ルクラ、２８４０ｍから２日目、ナムチェバザール（シェルパ族の故郷）３４４０ｍｍ着、

ここで高度順応のため２泊、半円形の深い谷の段々畑状の狭い土地にぎっしりホテル（とい

うよりロッジ）がカラフルに並んでいる。テント場そばのロッジには大型のパラボラアンテ

ナがありインターネットカフェがありパソコンが数台並んでいる、サポート隊は何かあれば



衛星利用の携帯電話を持っている。さすがエベレスト街道、世界に通じている。 

高台にあるエベレスト博物館へ行く、周りは兵隊が銃を持って見張っているのでカメラ撮影

は禁止、高台のゴンパ（仏教のお寺）見学など高度順応のため歩き回る、小西氏から預かっ

た絵葉書を土産物屋のアヌーさん（小西さんのＴ・Ｋ時のガイド）へサーダーに案内しても

らい渡す、おかみさんにお茶（チャパテー、紅茶とミルクを煮だししたもの）をよばれる。

店の前で一緒に写真に納まる。次の日アヌー氏に会う、日本語が話せる。ここで絵葉書を買

い、テント内で書く、郵便局（１人常駐）を捜しナムチェのスタンプ入りで出す。 

Ｔ・Ｋ４日目、ナムチを出発、途中エベレストビューホテルに立ち寄り、初めてエベレ

ストに対面、バルコニーでコーヒーを飲む、最高に優雅なひと時を味わえる。ここから確か

にエベレストが見えるがとても小さく頂上が見える。８～１０日間のツアーだとせいぜいこ

こまでしか来れない。我々はここから５日間かけてゴーキュピークまで行き間近にエベレス

トを見る。このホテルは日本人の宮原巍氏（ヒマラヤ開発（株）、ＴＫ会社）が建てたホテル

でその名のとおりエベレストのビューポイントだ、しかし１泊２万円近くと高く、ナムチェ

のホテルは一泊２千円くらいなので普通の人は泊まれない。 

１日の行動は早いときは４時起床、キッチンボーイが鍋底をたたき起こす、間もなくウオシ

ュウオーターといい、洗顔用の小さい洗面器にお湯をテントまで持ってくる、その後紅茶を

持ってくる、ツアーリーダーがオキシオメーターをもって皆の指先を挟んで血中酸素濃度と

脈拍を測定、体調を聞く。それから朝食だ、今回シーズンオフに近くテント場近くのロッジ

がすいているのでロッジ内で食事ができた、ラッキーだ。本当はテント食堂だが寒い。 

食事内容 朝はスープ、おかゆとトースト（パサパサで皆残し人気がない）、卵焼き（目

玉焼き、スクランブルエッグ、ゆで卵と工夫を凝らす）、それに紅茶、インスタントコーヒー、

ホットミルク（粉ミルク）、パンには地元の香りの強いジャム、はちみつ、ピーナツバターな

どがいつも並べられる。 

昼はスープから始まり、時にスープの中にやわらかい麺が入っていて、するすると喉にはい

るので好評だ、それにジャガイモの蒸したもの（村の人々の主食はジャガイモ）、スパゲテイ、

ラーメン風のヌードル系やご飯類、夜はダルバード（ネパールのマメ入りカレー）粘り気の

ないコメでまずい、てんぷら（イモ、ニンジン、ごぼう？を短冊に切り油で揚げたもの）そ

れにウリのピクルス、時にヤクのステーキ、形は小さく堅いが高級品、地元民は宗教上牛肉

を食べない、牛は神聖なものなので、高級品だ。ピークの登頂日はパイやケーキを焼いてく

れる、上に缶詰めのパイナップルや地元の小さいリンゴの切ったものなどが乗っている。 

１日の歩行は３～６時間くらいの歩行、高度は１日４００ｍから６００ｍくらい上る、時に

アップダウンもある。朝５～６時ころ出発したら途中休憩時にホットのオレンジジュースに

ビスケット類がでる、それにツアー会社持参の人形焼など、メンバー持参のチョコレートや

駄菓子などが並ぶ、早く着きすぎると午後のお茶の時間がある。 

高山病予防に朝各自持参の水筒にお湯を一杯にして、紅茶、スープを飲み、昼はコーヒ

ー、水分たっぷりのヌードル系、オレンジジュースと１日５リィッターくらいの水分をとる。 

高度を増すと利尿剤のダイアモックスを朝毎日１錠飲む、とにかく水分をたくさん取りオシ

ッコをする。 

それにゆっくり歩く、これは先頭と最後尾にガイドがつくので、調子がいいからと追い越せ

ないペースを守る、守れないのは食べ過ぎないこと。当初１週間くらいまで皆下痢をする。 

いわいる水が合わないのだ。料理、飲料水は雪溶け水や川の水を沸騰させるが、ミネラルウ

オーターはナムチェまで、山道沿いのロッジやバッティー（売店）など置いてない。 



テントは４人用に２人で寝る、立って着替えができる高さがあり快適、寝袋は２重で内側に

インナーシーツがついている。寒さを全く感じない。もちろん服を着込んで寝るが。２～３

度、起きたら雪が積もっている日もある。ナムチェでは目の前にコンデリが大きく真っ白い

峰をしてすごい迫力で包み込んでくれる。ゴーキョピークへはサーナサから西北へ進む。 

まずはアマダブラム（６８１２ｍ）の美しい鋭鋒が全貌を表す。角度が違うと山容が一変す

る。道中何度も目にする。特別に印象深い山だ。メンバーのなかで２人は三脚と望遠の利く

大型のカメラ（フイルム型）持参で撮る。次にカンテガ（６７９９ｍ）、タムセルク（６６２

３ｍ）がドカンと宿の真正面に迫ってくる。ゴーキョピークは大きな大岩ごつごつの狭い所、

ちょっと拍子抜けで着く。とに角そこからエベレスト、ヌプチェ（７８５５ｍ）ローチェ（８

５１６ｍ）を興奮気味で撮りまくる。夏の放牧地の広々したドーレへ戻り、つぎはカラパタ

ール目指す、この辺りはすでに４０００ｍを超えている。１２日目ペリチェ、ここはエベレ

スト街道の中継地、大きな村で高所順応日のため２泊する、好展望のナンガルゾン・ピーク

（５０７５ｍ）を往復し身体を慣らす。身体が慣れてきたのか５０００ｍの高所の感覚はな

い。ここには日本人医師も常駐する診療所があり、高山病の講習を受け、診断もできる。 

１５日目ロブチェ（４９３０ｍ）からメインのカラパタール５，５４５ｍ（今回ＴＫの

最高所）のピークを目指す。途中４～５ｍ幅の浅い凍結した川を渡る。ポーターが川に入り

サポートしてくれるが２人が足元を濡らす場面もある。カラパタールの上りはガレ場のジグ

ザグ道でハアハアと息苦しい。酸素量は平地の 1/2 を実感する。 

頂上からの眺めは３６０度見渡せるエベレストの最高のビューポイントだ。ここはエベレス

トのＢ・Ｃより高い、Ｂ・Ｃからはエベレストの全容は見えない。ローチェ、ヌプチェ、三

角錐の美しいプモリが見られる。少し下った所で次々全員のカメラを出して全員集合の写真

をガイドに撮ってもらう。 １７日目チュクンピーク登頂、ここでカンレアムウ（６４３０

ｍ）のヒマラヤヒダ（雪面の筋がワイドに広がる）の美しさは決して忘れられない、空極な

山容に魅せられる。昼過ぎ昼食時アイランドピークの遠征隊（小西博隊長）の３０代の男性

が高山病で同行の医者からドクターストップがかかり、ヘリコプターを要請したがガスがか

かり、飛べずヤクに載せられ下山する場面があった。帰り道はタンボチェヘ、チベット仏教

の総本山の僧院でキャンプ、ここからも白や黄色の石楠花越しにエベレスが遠望できる、こ

こには加藤保男の慰霊碑がある。ここからの下りは日本で見られない赤い石楠花の大木、の

トンネルや山の側面一面にひろがる石楠花（ネパールの国花、ラリグラス）は圧巻だ。 途

中クムジュンのゴンパでイエテイ（雪男）の頭皮を見学する。予定どおりカトマンズに帰り、

まず２３日分のアカを落とすべく入浴、２～３Ｃｍ伸びたヒゲを剃る、体重は５Ｋｇ減、無

事終えた達成感に内心ほくそ笑む、かけがえのない経験だ。 

次の日、丸１日フリータイム、今回唯一の女性参加者、近藤のおばちゃんに懇願され、まず

は何度か訪れたダルバール（宮廷）広場、古い寺院が立ち並ぶ、クマリの館（女神クマリの

化身として崇拝される少女が住む）等をゆっくり歩き回る。次に市内の高台にあるスワヤン

ブナート（ネパール最古の仏教寺院）通称目玉寺、を観光、サルがたむろしている。 

夕食は日本食レストラン“華”をおとずれ味噌汁、ぜんざいなどオーナーの戸張氏と歓談、

もてなしを受ける。  

我が健康に感謝、家族に感謝、至福のひとときにありがとう（ディノス！） 

 



       

カラパタールから中央エベレスト      ゴーキョピークより左エベレスト 

                     右ローチェ、右奥マカルー 

 

アマダブラム６８１２ｍ    チュクンピークよりカンレアムーのヒマラヤヒダ 

 

チョーオユー８、１５３ｍ          タムセルク６，６８６ｍ 



 

スイスアルプスと登山鉄道の旅 （その３） 

 7/27Sat. to 8/5Ｍon. , 2013 
  

2013.8.28  真田一郎 

旅 6日目の朝だ、今日も快晴だ。 

1000mのリゾート地であるが日中気温はここ数日 28度近くに上昇していた、湿度は

40%以下で低かった。 

旅の第二の目的地ゴルナーグラートだ。 

その基になるツェルマットに向かう移動日である。 

 

その途上、かわいくて小さなシーニゲ・プラッテ登山鉄道に乗り、同名の終着駅

にある高山植物園を訪問した。 

ここでは、自然種をまいてから苗を育て、3 年かけて開花させている。野生種をそ

だてるのは大変な作業らしい。 

散策コースの斜面にいろいろな色の花々がかわいく咲いていた、今年は時期が遅

れて観賞の最適時がちょうど 1週間前だったそうだ。 この少しのずれが幸運だっ

た。 

 女性達は全員ご機嫌で、昨日と比べると女性のために設けた日程のように思えた。 

散策コースの真ん中に展望所が休憩場を兼ねて設けられていて、そこではユング 3

山が少し遠景で眺望できた。 

小生が忘れられないのは駅の販売所で買った牛乳の旨さだった、持ち帰られるも

のならと思うほどだった。 

この日の午後、喉の潤いにボトル入りを持ち歩いた、飲んだ後味がさっぱりしてい

てやめられなかった。 

      展望車両                  植物園 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

インターラーゲン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

シーゲニプラッテ駅 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

移動途上、昼食で立ち寄ったインタ 

 

 

インターラーゲン(567m)は街で二つの湖に挟まれている。 

ちなみに 「地球の歩き方」では軽井沢と表現していた、一方、グリンデルヴァル

トは上高地だそうだ。街からはユングフラウが見えるそうだが最後尾を歩いて急い

でいたので機会を失ってしまった。 

ここで、第一目的地に姿見えずのままで別れを告げることになった。 

 

 

 



 

“さいならユング 3山！”  ”またくる日までご機嫌よろしゅう“ 

 

湖の一つであるツーン湖から遊覧船に乗り 2時間たらずでシュピーツに渡った、 

そこからテーシュまでバスで移動だ。  遊覧船では湖面の風が涼しく大変気持ち

良かった。 

ところどころで水遊びや泳いでいる家族や若者達がいた、泳ぐには水温が低いそう

だ。 

彼らはどうも「チーズフォンジュのパワー食」で冷たい水でも泳げるのでは。 

 

目的地ツｴルマット村までは特殊事情で（軍事事情）、鉄道が移動手段となる。 

やむをえない事情だが、乗っていたバスはなんとそのままでカートレインに積まれ

て運ばれた。 

テーシュ駅には巨大駐車場が設置されており、車、バスなど石油系燃料の乗り物は

ここに収容させる仕組みだ。 

 

 ツエルマット駅（1620ｍ）から 15 分ほど歩いてホテルについた、フロントで翌

日の日の出時刻と撮影場所の確認をした。 

 

心はもう翌朝の、マッターホルン朝焼けの姿に飛んでいた。 

村では小さな電気自動車や旅行者のスーツケースを運ぶカーゴ車が忙しく走りま

わっていた。  

電池車は音が小さく、また道路の信号がないため注意が必要だった。 

 

リゾートや登山電車沿線の景色は超一級の素晴らしさだが、食事はイマイチ合わ

ないのが残念だ。 

明日午後は自由タイムなので、昼夜のレストランの食事はせずに、駅前の COOP で

ブドウとトマトと旨い牛乳・パン・ハムなどを入手し、夕食はアマノフーヅの味噌

汁を準備するつもりだった。 

 

8月 1日はスイスの建国記念日だ。お祭りで夕方から夜 10時ごろまで花火音と歌

声が聞こえた。 

お風呂にゆっくり入って明日の英気を養うことにした。 

 

 乾燥が激しいのでメンタムを鼻の周りにぬりマスクをして就寝するのが日課に

なっていた。 

それと、就寝の前にバスタブに湯をためてドアを開けっ放しにしておかないと 50%

の湿度は維持できない。 

ちなみに、スイスリゾートでは冷房用エアコンは設置されていない、日本でいう

冬用の温水コンベクターのみだ。（次号へつづく） 

 

 
                                          



美榛温泉物語パートⅡ 

                         2014.1.15  三明 博夫 

１、わが町の宝、美榛温泉の泉質 

  ○ ナトリューム・炭酸水素塩泉＜低温性、アルカリ性、冷鉱泉＞ 

  ○ 浴用の適応症 

    （１）神経痛（２）筋肉痛（３）関節痛（４）五十肩（５）運動麻痺 

    （６）うちみ（７）くじき（８）慢性消化器病（９）痔疾 

    （１０）冷え性（１１）疲労回復（１２）きり傷（１３）やけど 

    （１４）慢性皮膚病（１５）健康増進 

 

２、 入浴事故を防ぐために 

ア、長旅で疲れている時や、とても興奮している時は、脳の血管が収縮し、

末梢血管がけいれんを起こしているため体が十分に反応しません。ま

ずは一休みして心を落ちつけてから入りましょう。 

イ、 日本では年間 1700人もの人が風呂で死亡しています。その原因は 

（１）温度の急激な変化 

   ↓ 

（２）血圧の急激な変動 

   ↓ 

（３）脳への血流が悪化する 

ア、 ヒートショック・・・こんな人は要注意。 

（１）75歳以上の後期高齢者（体感温度が鈍ってくる） 

（２）熱めの風呂（42度以上）の好きな人 

（３）飲酒後の風呂に入る人 

  エ、 ヒートショックを防ぐ方法 

     （１）温度差をなくす。（脱衣場、バスルームを温める） 

     （２）熱いお湯に急に入るとめまいをおこすことがある。 

        まずは桶で足～腰～肩の順に全身にゆっくりかけ湯をしてか              

   ら湯につかりましょう。 

（３）いきなり体を湯船に沈めない。 

（４）水分補給 

＜特に長湯の好きな人は入浴前又は途中で＞ 

 



３、温泉療法上の注意書き！！ 

ア、温泉療養を始める場合は最初の入浴回数を 1日 1回程度とする。 

   その後は 1日あたり 2回から 3回までとすること。 

イ、 温泉療養のため必要な期間はおおむね２ないし３週間を限度と

すること。 

ウ、温泉療養開始後おおむね 3 日ないし 1 週間前後に湯あたりが現れ

ることがあります。その間は入浴回数を減らし又は入浴を中止し

て湯あたり症状の回復を待つこと。 

エ、以上の他入浴については次の諸点に注意。 

 （１）入浴期間は入浴温度により異なるが初めは３分ないし、10 分

程度とし慣れるにしたがって延長してもよい。 

 （２）入浴中は運動浴の場合は別として一般には安静を守る。 

 （３）入浴後は体に付着した温泉成分を水で洗い流さない。（湯ただ

れを起こしやすい人は逆に水で体を洗うか、温泉成分をふき

とるのがよい） 

 （４）入浴後は湯冷めに注意して一定時間の安静を守る。 

 （５）食事の直前、直後の入浴は避けることが望ましい。 

 （６）飲酒しての入浴は特に注意する。 

 （７）温泉等では足下が滑りやすいので足の裏全体を使って小股で

歩く。＜山でのまたぎ歩きと同じ＞ 

 （８）事故防止のため家族の声かけも大事です。 

４、次の疾患については原則として高温浴（４２度以上）を禁忌

とする。 

    （１）高度の動脈硬化症 

    （２）高血圧症 

    （３）心臓病 

以  上 

 

    

＜美榛の温泉
ゆ

に冬将軍も兜脱ぎ 三明山頭火＞ 

 

                         （完） 



 

編集後記：＜冠雪にそれらしくなり大和富士 凡生＞＜雪搔きの巷に会話そこ

かしこ 凡生＞いつになく積雪に見舞われた寒い冬でした。それだけに春を待

つ心もたかぶります。＜矢印は赤人碑指しふきのとう 凡生＞小西さんの表紙

画の戒場山も、まもなく「山笑ふ」（俳句の季語）若葉の季節になることでしょ

う。＜いかめしき名もて笑ふや戒場山 凡生＞皆さんのご協力のお陰で会誌も 2

年目を迎えることができました。「春季号」をお届けします。▲誌面のトップを

飾るのは＜ショートカッターの男＞高見毅さんの記事。今年の山初めともなる

「雪の和佐又山」です。思いのほかの深雪に足を取られながらも 8名の猛者は、

自分のペースを崩さず、助け合って無事踏破されました。そのチームワークの

良さも行間から見えてきます。年初から験の良い山行でした。▲須藤さんが「春

季号トピックス」で、新人の会員橋本征四郎さんのもう一つの顔を紹介してま

す。「かぎろひ短歌」で全国からの応募作品の中から見事入選した短歌です。柿

本人麻呂に因んだかぎろひを詠んだ歌です。ご鑑賞ください。▲短歌といえば、

桒原さんの「新年のご挨拶」も短歌が主役です。お友達の作品を披露してくれ

てますが、「たのしみは」で始まり「・・する時」で締める 13 首は、いずれも

前向きで人生賛歌とも言える短歌です。私たちもこの形式に当てはめて楽しい

歌を詠んではどうでしょうか。そこで私も２首詠んでみました。＜たのしみは

古希にしてなほ友を得て春夏秋冬会誌読む時 ＞＜たのしみは指折り数へ句を

作り読売俳壇入選の時＞▲＜名山男＞林田さんの山紀行は、5回目にしてついに

その名が出ました。「エベレスト」。世界最高峰のこの山を見るには、ネパール

ヒマラヤのエベレスト街道からに限ると、高山病のリスクも押して一カ月かけ

ての５０００米級の山旅。あの柔和な顔立ちに秘めたる闘志は「あっぱれ！！」

ご本人が『その美しさは決して忘れられない』ヒマラヤヒダ（雪面の筋がワイ

ドに広がる）は添付の写真からもその素晴らしさを共有できました。感謝。▲

今号には私も寄稿しました。「この町に住んで 36 年」です。今回の（その１）

では、この町へ転入するまでのいきさつ。次号から（その２）では、現役時代、

（その３）では余生の時代とします。皆さんも「この町で・・・」一筆いかが

ですか。この町とは勿論、榛原に限りません。又「私と妻との物語」「私の趣味

とその遍歴」などご自身でテーマを選ぶも良いと思います。▲それから、いつ

ものお願いです。この春季号に対する読後の感想や批評・ご意見も寄せてくだ

さい。編集にあたっての参考にしたいと思っております。▲夏季号は原稿 5 月

末締切、発行 6月 20日です。会員の皆さんからの寄稿あっての「春秋」誌の発

行です。更なるご協力をお願い申し上げます。            凡生 
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